横浜駅より各駅停車で約 5 分
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イベント情報を発信中！
公式HP http://iwamaplaza.jp/

催し物案内

8

August

曹雪晶 中国二胡コンサート 14:00開演

横浜と八王子をむすぶ浜街道「絹の道」を中国のシルクロード
に重ね、シルクロードに所縁があった民族楽器や音楽をお届け
するコンサート。心癒される二胡の響きをお楽しみください。
みなさまのご来場をぜひお待ちしております。

・9（火）
・22( 月）
今月の休館日 8/8（月）
ホール・ギャラリー抽選申込み除外日（休館日）
（2023 年2 月分）2/13（月）
・20（月）

8月

検索

今月のとぴっくす！ Vol.129

8/7 ( 日 )

ホール

岩間市民プラザ

内

容

邦楽いろはにほ〜

開演時間／入場料

其の二十八

お問合せ

14:00 開演

6 〈出演〉米澤浩（尺八）
、熊沢栄利子（箏・二十絃）
（土）

〈曲目〉八橋検校 : 六段の調、宮城道雄 : 手事、
三木稔 : 秋の曲、中能島欣一 : 三つの断章
長澤勝俊 : 錦木によせて

全席指定

岩間市民プラザ

2,600 円

045-337-0011

（当日券 3,000 円）

シルクロードの旋律を奏でる㉒

14:00 開演

曹雪晶 中国二胡コンサート

7
（日）
〈出演〉曹雪晶 ( 二胡 )、蓮沼健介（ピアノ・シンセサイザー）、邵容（中国琵琶）

全席指定

岩間市民プラザ

3,000 円

045-337-0011

（当日券 3,300 円）

〈曲目〉姑蘇春暁、茉莉花、十面埋伏 ほか

高嶋英輔 Violin Concert「生音〜 namaoto 〜」
13 〈内容〉バイオリン、クラシックギターによるプラグレスコンサート
（土）〈出演〉高嶋英輔（バイオリン）
、岡本和也（クラシックギター）

19:10 開演
3,000 円

〈曲目〉オリジナル曲
〈HP〉https://eisuketakashima.com

有限会社
トライアローズ

050-7103-6690

＊感染拡大状況により開演時間等の変更や中止・延期の可能性がありますので、ご来場前にご確認下さい。
＊催し物の詳細・当日券については、各主催者に直接お問合せください。＊掲載されている利用以外に、非公開のホール利用もございます。

ギャラリー
ぼくのわたしのお絵かきあそび

（土）〜 8 月21日（日） 10：00〜17：00
8 月13日

〈内容〉近隣保育園、幼稚園の子どもたちによる絵の展示。

イベント

「ほどがや」えかたり〜べによる

紙しばい会

8 月 18 日（木）10：00 〜 10：30 / 10：45 〜 11：15

〈℡〉岩間市民プラザ 045-337-0011

（事前申し込み制 一部・二部とも要予約）
参加無料 入替制 ３ F レクチャールーム

〈演目〉第一部（小さなお子様向け）10：00 〜 10：30 「帷子川のカッパ」 ほか
第二部（小学生〜大人向け）10：45 〜 11：15 「地元に関わる和田義盛」「お釜だ様」 ほか
〈ご予約〉岩間市民プラザ TEL 045-337-0011（一部・二部ご希望の回をお知らせください）
〈協力〉「ほどがや」えかたり〜べ
※この掲載内容は 2022 年 7 月 20 日現在の情報です。

横浜市岩間市民プラザ 自主事業ラインナップ 9月- 10月
2

202

〈内容〉
岩間 ROCK SPACE は対バン形式のライブイベントです！
オリジナル・コピー不問、
ジャンル不問のステージで、
アーティスト・グループが多数出演！
※出演者・出演順などは決定次第 HP 等にてお知らせいたします。

好評
発売中！

9月3日（土）14:00開演（13:30開場） 〈料金〉
全席自由 1,000 円

Vol.135

本格 JAZZを聴く

、藤田勝美（サックス）
〈出演〉七澤清貴（ヴァイオリン）
、松石恵美子（ピアノ）
藤田治（トランペット）
中西和音（ドラム）、矢代拓也（ベース）

〜ブルージーブルーwith七澤清貴〜 〈曲目〉オータムリーブス、サマータイム、トップ・オブ・ザ・ワールド ほか

好評
発売中！

全席指定1,200円
9月17日（土）11:10開演（10:30開場） 〈料金〉

千客万来！岩間寄席
10 月 2 日（日）1 部 10:30 開演
2 部 14:00 開演

〈出演〉
桂歌助・桂歌若・アマチュア落語家多数
〈内容〉
アマチュアメインの落語会
〈料金〉
全席自由：1 部、
2 部各 500 円
（当日券：各 700 円）
1 部 2 部セット 700 円
（セット券は前売り販売のみ）

８/10(水）
10:00〜

チケット発売

〈出演〉上田恵子（地歌演奏家）
、横浜芸者：楓、市花、かでん、
諏訪光風（ギター）
、加藤俊彦（囃子方）
地歌と横浜芸者が
〈内容〉横浜に因んだ音楽を三味線と横浜芸者の舞踊を交えてお届けします。
伝える横浜音楽今と昔
〈演目〉黒髪 、野毛山節 、磯子小唄 、濱自慢 、横浜市歌地歌バージョン ほか
10月9日（日）14:00開演（13:30開場） 〈料金〉全席指定 1,800円

予定!

地歌㏌岩間市民プラザ

〈出演〉高橋長英・増田美穂・野口英（朗読）
オマタタツロウ・小俣愛佳（演奏）
〈演目〉藤沢周平作品「遠ざかる声」「三年目」「山桜」
※令和 2 年 5 月に中止となった公演を開催します !
10 月29 日
（土）13:30開演（13:00 開場） 〈料金〉全席指定 2,900 円

高橋長英
朗読と音の調べ⑯

好評
発売中！

好評
発売中！

〈ご予約・お問合せ〉■岩間市民プラザ TEL 045-337-0011 ( 9:00 〜 21:00 ※休館日、チケット発売日を除く）
■カンフェティ WEB http://www.confetti-web.com TEL 0120-240-540 （※曹雪晶中国二胡コンサートのみ）

＊感染拡大状況により開演時間等の変更や中止・延期の可能性がありますので、ご来場前にご確認下さい。

着付け講座

8/2（火）
、23（火） 9：45 〜 11:45

講座

〈会場〉3F レクチャールーム 他 〈参加費〉月 1,500 円（月 2 回、当日支払）
〈内容〉手結びによる着物の着付け ほか
〈持ち物〉詳細につきましてはお問合せ下さい。 ※レンタルのご用意はありません。また物品の販売はございません。
※服飾文化研究会の会員登録（無料）にご協力下さい。
〈お問合せ・お申込み〉公益社団法人服飾文化研究会 045-252-2312（9:30 〜 16:00）
〈お申込みのみ〉岩間市民プラザ 045-337-0011

130 ㎜
65 ㎜

広告募集中！

あなたも情報掲載してみませんか？
送付先：市内各所文化施設等108箇所

コンサート・講演会・イベント等の告知、企業や店舗などの
広告にご利用いただけます。

70 ㎜
〒240-0004 横浜市保土ケ谷区岩間町1-7-15
TEL 045-337-0011／FAX 045-337-2500
MAIL iwama̲info@iwamaplaza.jp

（一部の業種又は事業体は広告基準により掲載をお断りする場合がございます。
）
※詳細につきましては岩間市民プラザまでお問合せ下さい。

180°耳を長〜くして
耳よりな情報お待ちしています！

随時
募集中！

●休館日

8/8（月）・9（火）・22（月）、9/5（月）・12（月）、10/3（月）・17（月）、11/14（月）・21（月）、
12/12（月）・19（月）・29（木）〜31（土）、1/1（日〜3（火）・10（火）・16（月）、2/13（月）・20（月）

〈お問合せ・お申込み〉岩間市民プラザ 045-337-0011 Mail iwama̲info@iwamaplaza.jp

